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 2月 10日に、沢田自治センタ-において自主防災部会を開催しました。 

 部会では、元須賀川地方広域消防署職員の有賀正一さん(塩沢)を講師に迎え、心停止の予

防、早期認識と通報、心肺蘇生、AEDの使用などの説明を受けました。 

 特に、冬場の入浴については、脱衣所や浴室を暖かくし、熱いお湯に長時間つからない、

入浴の前には水分を摂るなど注意点が話されました。 

 次に、自主防災部会顧問の郷隆雄さんから新屋敷防災倉庫の管理をはじめ作業の際のヘ

ルメットや防災チョッキの着用、コ-ンの設置など安

全対策について体験談を交えながら講話をしていた

だき、2月 13日には防災倉庫の見学会を行いました。 

 地域のつながりを生かし、日ごろから地域の現状

や問題点を話し合い、自分たちが暮らす地域でも災

害や事故は起こりうるという意識のもと、お互いの

身を守る防災活動を行うために、今後、行政区単位で

自主防災組織を設立する計画です。 

 

 
 

 

 沢田小学校は、明治 6 年に開校以来 148 年の歴史と伝統を誇る学校ですが、今年 3 月末

をもちまして、統合のため閉校することとなりました。 

閉校事業実行委員会(田辺康享委員長)では、沢田小学校の優れ

た伝統と輝かしい業績を後世に残すため協議を重ね、次の事業を

実施しますのでお知らせします。 

〇 沢田小学校閉校式及びお別れ会の開催 

   3月 23日(水) 午後 2時～ (沢田小学校体育館)  

※コロナの感染拡大防止のため、出席者を限定して開催します。 

〇 沢田小学校開放 

   3月 27日(日) 午前 10時～午後 3時 閉校式等のビデオ上映など 
 ※コロナの感染に注意し、どなたでも自由に見学できます。 

〇 記念碑建立 

   沢田自治センタ-敷地内の中学校閉校記念碑周辺に建立。(校歌と沿革を記念碑に刻みます。) 

〇 横断幕設置 

   2月 24日沢田小学校校舎に「ありがとう沢田小」と表記した横断幕を設置しました。 

〇 タイムカプセル事業 

 各学年で「将来の夢」「小学校の思い出」「20 歳のわたしへ」などテ－マに沿った作

文をタイムカプセルに入れ埋設。8年後に掘り起こし開封します。 

〇 閉校記念誌作成       

    挨拶文、校章、校歌、校舎、年表、歴代校長・PTA会長、教員名簿、卒業生アルバム、

閉校式等を記録した記念誌を後日全戸に配布します。 

沢田自治センターだより 

  

自主防災部会活動    
 

沢田小学校閉校事業実行委員会報告     



 

  
2月 15日に、沢田自治センタ－において白鳥の会役員会を開催しました。 

役員会では、新型コロナウイルス感染がまん延している状況を踏まえ、3月の開催は中止 

することとなりました。 

また、令和 4年度の開催については、多くの方々に参加していただきたいと考えていま 

す。なお、参加を希望される方は、沢田自治センタ-(26-0696)へお申し込みください。 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【３月の行事予定】            (会場:沢田自治センタ－) ２月２５日現在 

日 曜    行  事  名 日 曜   行  事  名 

2 水 
ヨガ 10:00  囲碁教室 9:00  

沢田太極拳 13:30 
16 水 

囲碁教室 9:00 ヨガ 10:00 

沢田太極拳 13:30 

3 木 石陽吟詠会 19:00 ヨガ教室 19:30 17 木 石陽吟詠会 19:00 ヨガ教室 19:30 

4 金 
ヨガ教室 10:00 

ピンポン・体操 14:00 
18 金 

ヨガ教室 10:00 

ピンポン・体操 14:00 

5 土 石川 BBC(ミニバスケ) 8:00 22 火 書道教室 13:30 

7 月 フラダンス教室 13:30 23 水 囲碁教室 9:00 ヨガ 10:00 沢田太極拳 13:30 

8 火 
あぶくま句会 13:00 書道教室 13:30   

華の会 18:00 
24 木 

保健福祉課 8:30 

石陽吟詠会 19:00 ヨガ教室 19:30 

9 水 
囲碁教室 9:00  ヨガ 10:00 

沢田種子生産組合 13:00 沢田太極拳 13:30 
25 金 

ヨガ教室 10:00 

ピンポン・体操 14:00 

10 木 
沢田小学校閉校事業実行委員会 18:30  

石陽吟詠会 19:00 ヨガ教室 19:30 
30 水 

囲碁教室 9:00 ヨガ 10:00 

沢田地区区長会 18:30 

11 金 ヨガ教室 10:00 ピンポン・体操 14:00 31 木 石陽吟詠会 19:00 ヨガ教室 19:30 

15 火 書道教室 13:30     

 

閉講式は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため実施しないことになりました。 

令和 4年度は、新企画のもとに 6月頃開催予定です。 

冬季水質調査報告 

白鳥の会役員会報告 

沢井集落資源保全会では、女性部役員の皆さんと、冬季間の水質調査を実施しました。 

その結果、地域の農業用水は異常ないことを確認しましたので報告します。今後も年 2 回定期調査

を実施し、水質状態を継続的に管理していきます。 
 

検 査 項 目 区 分 
白鳥池下流地点 竹柄地点 

前回 R3.8/29 今回 R4.1/30 前回 R3.8/29 今回 R4.1/30 

PO4   リン酸  

基準値 0.03 以下 0.03 以下 

測定値 アンダー アンダー アンダー アンダー 

NH4   

アンモニア態窒素 

基準値 範囲 0.2～0.4 範囲 0.2～0.4 

測定値 アンダー 0.3 アンダー アンダー 

NO3 硝酸態窒素 
基準値 0.2 以下 0.2 以下 

測定値 アンダー アンダー アンダー アンダー 

NO2 亜硝酸態窒素 
基準値 0.01 以下 0.01 以下 

測定値 アンダー アンダー アンダー アンダー 

透明度 / cm 測定値 26 20 50 50 

PH ペーハー 測定値 7.45 ※ 測定不可 7.1 ※ 測定不可 

【 コメント】 「 ※ 測定不可」は、測定器の不具合により、測定できませんでした。 

「アンダー」は、基準値以下で測定値が微小の場合アンダーを示します。 

共楽セミナー閉講式中止のお知らせ 


